
令和3年度（2021年度）厚生労働省

生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業

主催：情報の輪サービス株式会社 共催：A’ワーク創造館、株式会社コステック

シングル女性・シングルマザー等の
「働きながら、キャリアの次を準備する・学ぶ」
転職カフェをベースにした就労支援事業

転職カフェ with School
中間報告

2021年11月5日
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広報活動

①転職カフェwith School 開催チラシ作成 ⇒
大阪府内の男女共同参画センターに送付

②ウェブサイトで発信 ⇒
SNS（Facebook、Instagram）有料広告

③以前の参加者に告知依頼 ⇒
SNS（LINE）を活用して案内
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「転職カフェ with School」のチラシ

８月
ドーンセンター

大阪府立男女共同参画センター・
青少年センター

９月
ここいろ

伊丹市立男女共同参画センター

１０月
クレオ大阪中央

大阪市立男女共同参画センター



第1期（ドーンセンターでの開催 19時～21時）参加者
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事前説明会 8月19日 4名

転職カフェ1日目 8月26日 ７名

転職カフェ２日目 9月2日 ６名

転職カフェ3日目 9月9日 7名

あしたのキャリア相談 希望日調整 6名

スキルアップ訓練プログラム 9月14日～10月29日
PC基礎（word＆Excel）

4名



お

事前説明会 2021年8月19日 19時～21時

転職カフェをベースに「転職カフェ with School」の説明

「転職カフェ」は入口（出会い・発見の場）
となり、参加者の希望するプログラム

へと案内します

あしたの
キャリア相談
キャリア
ガイダンス

スキルアップ
訓練

プログラム

(定例)
転職カフェ
交流会

就職
＜出口＞

１年間に

３コース

転職カフェ
＜入口＞

オプション プログラム
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「対話型」の相談スタイル
転職カフェの紹介

「働く」をキーワードに

女性たちの緩やかな

つながりの＜場＞

働きたい、非正規で働いてる、転職

を考えている、起業を考えている

等の女性を対象に2013年度から

大阪で始まりました。

転職カフェの紹介
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相談に慣れていない女性たちにはハードルが高い「カウ

ンター越しの相談」ではなく、同じような希望や思い・悩

みを持つ者同士で、語り合いやつぶやきからそれぞれ

の気づきや発見を生み出す、＜場＞の力や作用を活か

す対話型相談プログラムです。そしてひとりひとりの悩

みや希望に応じて、自治体、就労支援、訓練事業へのつ

ながりをつくります。



転職カフェの基本的な3日間のプログラム内容

DAY1

自分を知る

DAY２

社会を知る

DAY3

社会とつながる

 参加の動機や思いを共有

 自分を知るためのワーク

 サポート情報を得る

（相談先を知る）

 「働く」を考える

 自分の強みを社会に活かす

 ロールモデルに出会う

（ゲストスピーカーの話）

 自己表現力を磨く

 コミュニケーション力を磨く

 ライフ＆キャリアプランの作成

（未来をデザインする）
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転職カフェのプログラム内容とタイムスケジュール（120分）

時間 120分 プログラム内容

19:00 ～
19:30

30分
アイスブレーキング（緊張をほぐし話しやすい場を作ります
自己回復・自己開示・自己受容・他者受容

19:30 ～
20:00

30分

1回目・3回目
自己肯定感を高めるためのさまざまなワーク
「みんな一緒にエンパワメント」「心地よいつながり方」
「楽しみながらの自分表現」「転職や起業について」
「思考について」「コミュニケーションについて」
「キャリアプラン」「ビジネスプラン」「ライフプラン」他

20:00 ～
20:40

40分

2回目、ファシリテーターやゲストスピーカー（ロールモデル） による
プチ講話です。テーマ：
「就職活動・働き方、仕事、転職、起業、学び、生き方、子育て、介護」
共感性の高い話題をテーマにしています。
質疑応答の時間は交流会でもあり質問の練習とします

20:40 ～
21:00

20分
グループワークと交流（カフェタイム）
「楽しみながらの自分表現」「支え合う仲間づくり」

開催日時

土曜日
昼：13時～15時

平日
夜：19時～21時
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●事例①対人サービス（飲食）で働きながら、illustrator、Photoshop、WordPress等、無料のソフトを使って、サイトの
作成やブログの作成ができるようになりたいと民間スクールで学び、職場で実践していたら、接客とマーケティング
担当を任されるようになりアルバイトから正社員になった。

●事例②対人サービス（販売）で働きながら、お店の商品の情報発信のため、Facebook、Twitter、Instagram
YouTube、ブログなどのSNS活用講座に参加しながら、少しづつ実践したところ、売り上げが徐々に上がり、ますます
興味がわいてきて、SNS活用のプロを目指して学び中。

●事例③住宅メーカーの一般事務職で働きながら、設計の夜間学校に通いはじめ、その会社の設計部門の事務に
配属となり、設計の補助を任されるようになった。のちに建築設計事務所に転職し、現在は店舗デザイナーとして活躍。

●事例④病院の清掃業務に長年アルバイトとして勤務。職場では相談できる人も同僚もいなく、待遇もよくないので
転職するつもりで「転職カフェ」に参加した。そこで同じ立場の女性たちに出会い、悩みや思いを語り合う中で、今の職場
を辞めないで、自治体の主催するパソコン教室に通うことにした。新たな出会いもでき働きながら次への準備を決意。

●事例⑤時給が良いためテレフォンアポインターとして働いているが、営業職で働いている女性の話を「転職カフェ」で聞いて、働
きながら営業職に就けるようパソコンのスキルを身に着けたいと夜間のスクールに通い始めた。今の会社の営業職に応
募しようと思っている。
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事例紹介

小さな変身からキャリアを拓き・キャリアを広げ・キャリアチェンジへ



●自治体とのつながりを得る、自治体の支援情報を得る

●対話型の相談スタイルなので、気軽に相談ができる

●自己肯定感を回復し向上する

●身近なロールモデルの話が参考になる

●支援者、ロールモデル、参加者に出会い支援につながるきっかけになる

●限られた情報からの思い込みを外せる

例）正社員は安定して収入が高い、ブランクがあると就職困難など

●職種や働き方を再検討できる

例）介護職はしんどい職場、事務職は楽、未経験者は採用されないなど

●集団での情報共有で市場求人ニーズなど状況の把握ができる

●多様な働き方を知る

●個人の課題は社会的背景や社会の課題でもあることを理解する

●将来に起こる経済的課題を知り、不安を軽減する
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転職カフェの効果



キャリアアップ訓練プログラム スケジュールと開催場所
※プログラム内容は別紙
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キャリアアップ訓練プログラム 開催期間・回数・定員 開催場所

1期 ＰＣ基礎コース 令和３年９月１４日～１０月２９日
全１４回 10名

株式会社コステック
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-4-2 大阪オルガンビル802号室
TEL:06-6941-09710
京阪「天満橋」駅 徒歩３分
地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩２分

2期 CADオペレーター基礎コース 令和３年１０月18日～１２月20日
全１８回 10名

株式会社コステック
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-4-2 大阪オルガンビル802号室
TEL:06-6941-09710
京阪「天満橋」駅 徒歩３分
地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩２分

3期 ＰＣ基礎コース 令和３年１１月２２日～令和４年１月２７日
全１４回 10名

A’ワーク創造館（大阪地域職業訓練センター）

〒556-7727 大阪市浪速区木津川２丁目３番8号
TEL:06-65652-0410
JR環状線「芦原橋」駅 徒歩5分
南海汐見橋「芦原町」駅 徒歩3分

tel:06-6941-09710
tel:06-6941-09710
tel:06-65652-0410


「転職カフェ with School」の今後の展開について

大阪から、全国へと

各地域の既にある社会資源を活用し、

「転職カフェ with School」の開催を提案

今回は、汎用性が高く、求人も比較的多い「ＰＣ基礎
コース」と「CADオペレーター基礎コース」に絞って
いますが、個別のニーズを見出した時には、よりひと
りひとりの課題に合わせた支援が求められます。

例えば、A´ワーク創造館であれば「レディメイド講座
を受講できる」など、使える社会資源を活用して、資
格取得やもう１ステップのスキルアップなど、個人が
選択できる環境があることで、より質の高いサポー
トができ、また地域での活用が可能になると考えら
れます。

転職カフェ
プログラム

提供

キャリア相談

訓練
プログラム

居場所 就労支援

各地域での社会資源
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大阪府 和泉市からのご相談です

相談内容

土曜日開催を実施し、働いている女性たちに情報を届
けたい。新たな集客方法についての試みとして今後へ
の参考としたい。

転職カフェ
プログラム

提供
1日(2コマ）開催

キャリア相談

訓練
プログラム

居場所 就労支援

各地域での社会資源

決定事項

和泉市版転職カフェを１日（２コマ）開催。
チラシ作成と告知と集客は、SNS （Facebookと
InstagramやLINE等）の活用を一緒に考えます。
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「転職カフェ with School」の具体的な活用事例①



和泉市
チラシ案



「転職カフェ with School」の具体的な活用事例②

大阪府 茨木市からのご相談です

相談内容

市役所の情報が届いていない層へのアプローチを
試み、市が主催する講座への参加者を増やしたい。
茨木市版転職カフェと市が主催する事業を組み合わ
せたいので、セットで告知と集客を一緒に考えたい。

転職カフェ
プログラム

提供
２日開催

キャリア相談

訓練
プログラム

居場所 就労支援

各地域での社会資源

決定事項

茨木市版転職カフェを２日間開催。
自治体情報や独自開催の講座へとつなぎます。
チラシ作成と告知と集客は、SNS （Facebookと
InstagramやLINE等）の活用を一緒に考えます。
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茨木市
チラシ案



Ｑ.このプログラムに関心があるが、活用できるのはいつまで？

令和3年6月～令和４年（2022年）3月までの事業です。お急ぎください。説明に伺います。

Ｑ.出張転職カフェがあると聞いたが、どこで？

この事業は広域での実施事業です。希望される自治体で「出張カフェ体験1日版」のプランを一緒に作成します。

ただし、広域での出張カフェはスケジュールの関係で3か所での開催となります。（現在２か所で実施決定です）

Ｑ.転職カフェの開催場所は？（緊急事態宣言発令による開催場所や時間の変更あり）

第1期：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

第2期：ここいろ（伊丹市立男女共同参画センター）

第3期：クレオ中央（大阪市立男女共同参画センター）です。

スキルアップ訓練プログラムは上記会場付近、又はA’創造館での開催となります。

Ｑ.９月に開催される転職カフェに職員と参加できるか？

参加も視察も可能です。ただし、女性のみ参加が可能なプログラムです。

Ｑ.今すぐ仕事に就くことができない相談者がいるが「転職カフェ with school」に案内してもいいか？

是非、ご案内ください。その女性の未来を自治体の担当者の方と一緒に考えていけるといいですね。

スキルアップ訓練プログラムも関心があればご参加ください。

「転職カフェwithSchool」へのQ&A
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Ｑ.PC基礎コースに参加を促したいが、どんな資格が取得できる？

自習も必要ですが、MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）などの資格にチャレンジできます。

Ｑ.CADオペレーター基礎コースを受けて、どんな就職先があるか？

CADを使う分野はたくさんあります。CADオペレータやCAD分野の事務で、未経験者歓迎の求人に応募

することが可能です。

Ｑ.スキルアップ訓練プログラムだけ案内することは可能か？

転職カフェをベースにしたパッケージプログラムになっています。転職カフェへの参加もご案内ください。

Ｑ.コロナウイルス対策は？

転職カフェ開催会場やスキルアップ訓練プログラム会場では感染予防対策を徹底しております。

Ｑ.自治体での転職カフェプログラム費用は？

令和3年度だけの厚生労働省からの委託事業です。今年度は講師料や転職カフェプログラム費は無料です。

Ｑ.出張転職カフェを依頼するメリットは？

各自治体の相談窓口の方への情報提供と地域のあらたな女性支援プログラムとなります。

「転職カフェ with School」へのQ&A

より詳しい内容に
ついての資料を
ご要望の方は

お申し出ください。

電話やメールでの
お問い合わせも
承ります。
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「転職カフェ」開催の様子（ソーシャルディスタンス）
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「転職カフェ」開催の様子（思いを伝え合う）
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「転職カフェ」開催の様子（対話型の相談スタイル）

１対１で全員と会話
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グループディスカッション



お問い合わせ先

情報の輪サービス株式会社

06-6151-2071
561-0832 大阪府豊中市庄内西町3-11-5

https://tcws-osaka.localinfo.jp

https://www.instagram.com/tcws.osaka

Email/info@johonowa.com

令和3年度（2021年度）厚生労働省

生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業
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https://tcws-osaka.localinfo.jp/
https://www.instagram.com/tcws.osaka

